
62 日本貿易会月報

アングル

日本の景気回復から
考えること

豊田通商株式会社
経営企画部

市場調査室課長職

上條
かみじょう

水
み

美
よし

１．個人消費の回復へ

3月6日、名古屋駅前にミッドランドスクエア

がグランドオープンした。46階建ての超高層ビ

ルで、一足早く昨秋オープンしたオフィス棟と

は別に、地下1階、地上5階の商業棟があり、オ

フィス棟上層部のレストラン街と合わせ、海外

の高級ブランド店を中心に60店舗を誘致した。

名古屋駅を目の前に、大通りに面して3階ぐら

いの高さまで、いっぱいに広がったガラス素材

のまばゆい壁面には、有名ブランドのロゴが並

び、開業前から道行く人の期待と夢をかき立て

ていた。最高の立地条件で広いスペースを贅
ぜい

沢
たく

に使った店舗は、景気回復に沸く今の名古屋を

象徴している。

輸出の拡大と企業の経営努力による日本の景

気回復は、国民生活にとっては実感の乏しいも

のであったが、やっと個人消費にまで広がって

きたようだ。リストラと競争社会に疲れ、いや

しに逃れていた人々も、所得と雇用の増加によ

り、ゆっくりと元気を取り戻しているのだろう。

街のにぎわいの中に、ふとバブルの時代よりも

前の、元気だったころの日本を思い出すことが

ある。一方で、グローバル化と少子高齢化とい

う環境下にある今の日本経済は、当時とは違う

新しい課題にも直面している。

２．ミッドランドスクエアのにぎわい

そこで、話をもう一度、ミッドランドスクエ

アに戻してみたい。

商業棟の全面オープンの日は、朝から3ヵ所

で100名以上の人々が並び、6万人の入場者があ

った。週末は7万人を越える人出だ。

名古屋駅を出るとすぐに、通行人を誘導する

係員の声がマイクを通して響いてくる。高級店

のイメージを維持するため、入場制限で殺到を

防いでいるが、入り口の前にできた行列は、職

種も年齢もさまざまで、ちょうど宝くじ売り場

の行列か何かのようだ。建物の中は、ラッシュ

アワー時の名古屋駅の混雑。人の多さに圧倒さ

れていると、「立ち止まらないで、順路に沿っ

てゆっくり進んでください」と係員に注意され

てしまう。

ミッドランドスクエアの商業棟のターゲット

は大人の女性らしいが、休日の来訪者は、小学

生の子供を連れた家族、初老の夫婦、主婦や女

学生のグループ、ジャンパーを着た中年男性…

と、休日のファミリーレストランか、万博会場
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か、はたまた競馬場か、といった雰囲気がしな

いでもない。しかし、さすがに高級ブランド店

だけあって、白い手袋、黒のスーツ、身長180

センチ以上の容姿端麗な店員が、ドアの横にた

たずみ、入店者一人ひとりに恭
うやうや

しく一礼する。

そのミスマッチが、奇妙であると同時に、どこ

か懐かしくもある。活力のある社会には整備さ

れた階級社会にはない混沌があり、一億総中産

階級と言われた高度成長期の日本には、似たよ

うな雰囲気があった。

３．名古屋の元気の秘密

少し調べてみると、所得格差が少ないのが、

名古屋の特徴らしい。高卒と大卒の生涯賃金差

は、全国平均の5分の1。競争で抜きんでるより

も平等であることを重んじる昔の日本の風土が

名古屋にはまだ残っている。競争は確かに活力

の源泉だが、一方で格差の少ない平等社会が持

つ、みんなががんばって全体を押し上げる力と

いうものもあり、高度成長期の日本の特徴のひ

とつだった。

ミッドランドスクエアの目の前には、名古屋

の活況の口火をきった双子の高層ビルがある。

そこにJRと

提携した高

島屋がオー

プンしたの

は 7年前の

2000年。ちょうど失われた10年を経て、企業も

国民も自信を喪失していた時代だ。金融ビッグ

バンの到来と、業界再編の始まりは、変化への

期待よりも、過去の安定と安心が崩れていく不

安を強くさせていた。そのような中、名古屋で

は無名だった高島屋の大成功で、現実的で倹約

家だが良いものにはお金を使う、という名古屋

の風土が認知された。地に足の着いた堅実な風

土は、バブルに踊ることが少なく、愛知県の個

人所得は今では日本第2位であり、家庭の純貯

蓄高も高い。しかも、一人暮らしの多い東京と

違い、20～30代の働く女性の親との同居率が高

く、旺盛な消費を期待できる。一方で、お茶の

おけいこに通う子供が全国平均より高く、習い

事が盛んであるなど、生活の質を大切にし、良

いものにはお金を払う傾向がある。それが、ミ

ッドランドスクエアへの高級ブランドの誘致へ

とつながっている。

４．製造業のシェアが高い東海地域

地道に積み重ねていくことを大切にし、地に

足の着いた生活を好む姿勢は、この地域の製造

業のシェアが高いことにもつながっているので

はないだろうか。

愛知県の域内総生産の産業別構成比におけ

る、鉱工業の占める割合は、32％と全国平均の

20％に比べ10％以上も高い（2003年）。製造業

は、最も高い付加価値を生み出す産業であり、

雇用創出の幅も広く、サービス業に

比べて景気回復への貢献度が高いと

言える。工業化が新興国の発展を促

すように、製造業のシェアが高いと

いうことは、愛知県の成長余力が大

きいことを示している。製造業の海

外移転が続く中、愛知県の製造業がミッドランドスクエア
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一定の競争力を維持し、雇用を創出し続けてき

たことは、この地域の底力として評価してよい

だろう。マネーゲームに浮かれなかったことで、

東海地域の中小企業の財務体質は比較的健全で

あり、必要な設備投資を続け、地域経済を支え

ている。

金融業が経済をけん引した時代には、東海地

域のステータスの低下を危惧
き ぐ

する声もあった。

バブルが崩壊する直前の1991年、翌年から導入

されるスーパーひかり（現在ののぞみ）の一路

線が、東京－大阪間直行となり、名古屋には停

車しないという話があったくらいだ。しかし、

その後の10年間で多くの日本企業が疲弊する

中、名古屋の企業は健全性を維持し、製造業を

支えてきた。最近の名古屋のステータスの回復

は、かつてのマネー経済の席けんに対し、実物

経済が見直されてきた現象と一致する。

５．グローバル化と製造業

先進国の日本経済が第3次産業へとシフトす

る中、輸出による製造業の復活で景気が回復す

るというのは、一般的に考えられていた景気回

復ストーリーとは少し違っていた。確かに製造

業の海外移転に伴う国内産業の空洞化という懸

念は、依然として存在する。しかし、競争力の

ある部品メーカーや、機械メーカーは、製造業

の海外進出により、取扱量が拡大してむしろ活

力が増す、と考えるほうが、最近の経済実態を

表している。

少子高齢化の日本市場に固執していては、グ

ローバル競争に勝てない。自動車産業が景気回

復をけん引しているのは、すでにターゲットを

海外市場に移しているからだ。

2006年の日本の自動車販売台数は574万台と

前年比2％減少し、1986年以来の低水準だ。軽

自動車を除いた台数ではなんと30年前の水準に

まで下がっている。それにもかかわらず、トヨ

タ自動車の世界販売台数は7年連続で過去最高

を更新し、好調な業績を続けている。

自動車の生産は、国際摩擦を避けるため、ま

た価格競争力を維持するため、現地生産にシフ

トする傾向にあるが、日本車の人気の高まった

図1 域内名目総生産の産業別構成比の推移
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（出所）中部経済産業局「東海経済のポイント2006」 

1.1

0.9

0.8

1.2

0.5

1.1

1.5

1.2

1.4

1.4

1.5

1.9

1.4

1.9

1.6

37.3

31.7

30.1

30.6

20.0

31.6

25.7

31.7

8.0

7.2

6.4

5.7

5.6

5.3

7.7

5.8

13.3

15.1

13.7

13.1

13.3

14.7

10.4

8.0

7.4

9.1

10.3

10.6

13.3

14.7

10.4

8.0

6.2

6.9

6.4

6.3

6.8

5.1

5.8

5.9

2.4

2.5

2.7

2.7

2.7

2.6

2.7

3.4

3.9

4.4

4.6

5.3

6.8

5.1

5.8

5.9

12.7

13.9

16.3

16.0

20.5

15.8

17.0

16.1

5.9

6.5

7.2

7.3

8.9

6.3

10.0

9.1



2007年4月号　No.647 65

日本の景気回復から考えること

米国での需要や、モータライゼーションに突入

した新興国の需要の伸びに現地生産は追いつか

ない。そのため、今のところ、海外販売増は日

本からの輸出増に結びついている。また、海外

生産拠点の立ち上げのため、設備メーカーでは、

海外での設備投資のための生産に枠取りさえ難

しい状況にある。

今後、製造業の海外進出が一巡したところで、

今と同じ活況が続くかどうかは課題の一つだ。

しかし製造業は産業集積を必要とするから、必

ずしも賃金の安さだけが優位になるとは限らな

い。海外進出の目的が、安い労働力の確保から、

市場隣接型生産に移っているように、むしろ、

市場を確保できるかどうか、新しい市場のニー

ズに応えることができるかどうかが、製造業が

生き残るための本質的な課題ではないだろう

か。日本の景気が回復したと言っても、中国や

東南アジアとのつながりを強めた地域は景気が

良いが、産業のグローバル化が進んでいない地

域は依然として低迷が続いている。名古屋経済

にとっては、東京、大阪よりも、中国の方が景

気への影響は大きいかもしれない。

６．景気回復を維持するための2つの課題

グローバル化の中で、競争力を維持し、景気

回復を中断させないために、日本が抱える課題

は、人材確保とイノベーションの2つではない

だろうか。高度成長期にも似たような課題があ

ったが、少子高齢化と産業のグローバル化で、

現在の課題は当時とは性格が異なる。名古屋の

活況の中に、新しい課題の解決のヒントがある

かもしれない。

図2 経済指標で見た東海経済の位置付け
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おおむね一割経済圏、製造業が突出 
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７．人材確保と移民

製造業の復活で景気を回復した愛知県では人

材不足が深刻だ。有効求人倍率は、1.59倍と全

国平均の1.06倍を大幅に上回る。製造業は、金

融業やそのほかのサービス業と比べ、幅広い層

の人材を必要とするが、日本では高学歴化と少

子高齢化で製造業を支える若年層の労働市場が

小さくなっている。愛知県でその補給となって

いるのがブラジルからの移民だ。90年の入管法

改正により、ブラジルからの移民が急増し、愛

知県では、外国人のうち約50％がブラジル人だ。

移民というと、不法入国や治安の悪化を連想し

がちだが、その排他的な姿勢自体が、問題では

ないだろうか。むしろ、積極的に移民を受け入

れる体制の整備が、健全な活力の回復につなが

る。地下鉄の名古屋駅で、日本語、英語のアナ

ウンスに続き、中国語、韓国語、ポルトガル語

のアナウンスが流れる。これからは、移民を受

け入れる体制の整備が地域経済の活性化を考え

るときの重要なテーマになり、公共サービスに

は、移民へのケアも避けて通れなくなっている。

それが地域経済の安定と活性化に直接影響する

からだ。

８．イノベーションと製造業

日本の景気を持続させるためのもう一つの重

要な課題は、いかにイノベーティブな人材を引

き付け、育てることができるか、ということだ。

イノベーティブな人材は、IT産業など第3次産

業に向かう傾向があり、実力のある者が高い報

酬を得ることがインセンティブとなっている。

製造業や格差の少ない社会で、イノベーティブ

な人材を育て、魅了することができるだろうか。

窯業や繊維産業がファインケミカルなどに変

化して自動車の裾野産業に転換してきたよう

に、本来、製造業はサービス業以上に時代を先

取りすることを要請される。比較的簡単に業態

変化ができるサービス業に比べ、変化に乗り遅

れれば、たちまち衰退産業になってしまうから

だ。長く生き残る企業は、内部にイノベーショ

ンを生み出す仕組みを持っている。

９．再び、名古屋の元気の秘密

最後に少し、話がそれるが、最近、全国区で

取り上げられるようになっている名古屋の食材

に「名古屋の元気」のヒントがあるかもしれな

い。地に足のついた現実的な風土の中で、小倉

トースト、あんかけスパゲッティ、そういった

既成概念にとらわれない発想が生まれ、受け入

れられる土壌がある。

これらは喫茶店発のメニューであることも留

意すべき点ではないだろうか。ビジネス街で発

展した立ち飲みコーヒー店の持つあわただしさ、

緊迫感、スマートさではなく、喫茶店には、時

間つぶしのための空間があり、人との会話があ

り、格好をつけない気安さがある。そういう生

活実感もイノベーティブであるためには必要だ。

10．最後に

金融で経済が膨らんだとき、東京では、都心へ

の一極集中、競争激化、個食が進んだ。単純に図

式化すれば、製造業で活力を回復した名古屋には、

それと対極のものがある。地域経済圏、格差縮

小、生活実感。グローバル競争の中で閉塞感の

ある日本経済においては、もう一度見直してみ

ることが必要な要素かもしれない。グローバル

化とは、分業生産により日常製品の原産国があい

まいになり、電車の隣の席に普通に外国人が座っ

ているというように、普通の生活の中にある。
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